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ライシテへの３つのアプローチ

―マルセル・ゴーシェ、ジャン・ボベロ、ルネ・レモンの
著作にみる研究動向の一断面―

伊達　聖伸（上智大学）

　「ライシテ」は、国家の非宗教性や宗教の自由を含意するのみならず、広く

人権保障にかかわりうる概念であり、近年ではフランスのナショナル・アイデ

ンティティとして再定位される一方、政教関係や人権問題の国際比較のツー

ルにもなりつつある１）。日本語ではこれまで「非宗教性」「世俗主義」「政教分

離」などの訳語があてられてきたが、近頃では「ライシテ」のカタカナ表記も

一時期よりは増えてきたように思われる。

　実際、ライシテにはさまざまな側面があり、なかなか既存の日本語一語で意

味を汲みつくすことはできない。そのうえ、ライシテの内実は歴史のなかで変

化しており、一義的に定義することは不可能である。要素的な定義によって

も、「いつでもこれで十分」とは言えないところがある。

　ここで注意を促したいのは、ライシテに歴史があるように、ライシテ研究に

も歴史があるということだ。また、ライシテが多義的であるように、ライシテ

へのアプローチもさまざまである。それはしばしば、研究者の「立場性」をあ

ぶりだすことになっている。

　本稿では、この事実を踏まえ、まず、ライシテ研究の歴史を簡単に振り返

り、現代のライシテ研究の地平を確認する。そのうえで、マルセル・ゴー

シェ、ジャン・ボベロ、ルネ・レモンという３人の論者のライシテをめぐる議

論を検討する。彼らの議論の共通点と相違点を比較しながら、各々のライシテ

理解の特徴を取り出すことで、現代のライシテ研究の動向の一断面を提示する

ことが目的である。
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　では、なぜこの３人なのか。現代フランスにおいてライシテ研究は活況を呈

しており、その蓄積はまさに汗牛充棟という言葉がふさわしい。ライシテに

関して発言しているよく知られた論者というだけで、この３人のほか、レジ

ス・ドゥブレ、アラン・ルノー、アラン・トゥレーヌ、ミシェル・ヴィヴィオ

ルカ、パトリック・ヴェイユ、アンリ＝ペナ・ルイス、カトリーヌ・キンツ

ラー、ジル・ケペル、オリヴィエ・ロワといった名前がたちどころに挙がるだ

ろう。エミール・プーラ、ダニエル・エルヴュ＝レジェ、ジャン＝ポール・

ヴィレム、フィリイップ・ポルティエ、パトリック・カバネルといった宗教社

会学者の業績にも瞠目すべきものがある。

　そうしたなかで、あえてゴーシェ、ボベロ、レモンの３人を特に取りあげる

のであれば、そこには積極的な理由があってしかるべきであろう。ところで、

この３人に注目する理由は、そもそもは筆者の個人的な事情に端を発するもの

である。筆者は、この３人の訳書にいずれも共訳者としてかかわった。ジャ

ン・ボベロ『フランスにおける脱宗教性（ライシテ）の歴史』（白水社、2009 

年、三浦信孝との共訳）、マルセル・ゴーシェ『民主主義と宗教』（トランス

ビュー、2010 年、藤田尚志との共訳）、ルネ・レモン『政教分離を問いなおす』

（青土社、2010 年、工藤庸子との共訳・解説）の３書である。これら各書の内

容は、もちろん１冊ごとの新刊紹介や書評として、紹介や分析が加えられても

よかったはずのものである。ただ、ボベロとゴーシェの訳書については、筆者

自身が訳者解説を書いており、同じような稿を再び起こすよりは、むしろ３冊

を素材として新しいものを書くほうが、自分にも周りにも資するところがある

だろうと考えた。そうして思案をめぐらすうちに、ゴーシェ、ボベロ、レモン

の３人のライシテ研究のスタンスが、それぞれ独自の特徴を備えていることが

見えてきた。そして上記の３書が、現代におけるライシテの研究動向の一断面

を切り出すための「３点確保」となりえると思われた。

　本稿成立の背景には、以上のような経緯があることを、あらかじめ断ってお

きたい。すなわち本稿は、３冊まとめての書評論文という性質も一部備えつ

つ、この３冊をおもな素材としながら現代のライシテ研究の動向を提示しよう

というものである。
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１、ライシテ研究の歴史の一般動向

　日本で出版された「書籍」（単行本）のなかで、訳書を含め、「ライシテ」の

語を正題か副題に含むものは、まだ指を折って数えるほどしか存在しない２）。

ただし、言葉そのものは本のタイトルに含まれていなくても、本文中で「ラ

イシテ」を論じている書物は、すでに一定数出版されている３）。関連書籍も含

め、論文にまで裾野を広げれば、もはや数えきれないくらいの点数になるだろ

う。

　日本におけるライシテ研究は、基本的には1990年代以降の現象であると見て

よいだろう。もちろんそれ以前の研究が皆無というわけではないが４）、ライシ

テをめぐる問題の重要性が認識されるだけの理解の地平はまだ築かれていな

かったように思われる。

　ところで、1990年代以降は、フランスでもライシテ研究が新たな活況を呈す

る時期なのである。翻って言うならば、日本におけるライシテ研究は、この時

期のフランスの新しい研究動向を反映し、その成果を部分的に取り入れている

ものだと言える。

　ポール・エリオは、2005年に出版された『フランスのライシテの100年―

1905年～ 2005年』のなかで、ライシテ研究の歴史を３つの時期に区分してい

る５）。それによれば、第１期に当たるのは、1920年代から30年代にかけてであ

る。第一次世界大戦後、アルザス・モーゼルが再びフランス領となり、そこ

での政教関係のあり方が問われた。また、左翼連合が勝利するなかで、司教区

信徒団体が結成された。このような時代背景のなかで、ライシテの意味が問い

直されたのである。第２期は、1945年から1970年代前半、とりわけ50年代およ

び60年代である。この時期のライシテにかんする議論は、おもに私学助成をめ

ぐって繰り広げられ、その焦点には1959年のドゥブレ法がある。そして1970年

代半ばから80年代半ばの過渡期を経て、第３期に当たるのが、80年代後半以降

である。なかでも1989年のスカーフ事件がひとつの契機となって、1990年代以

降はムスリムのフランス社会への統合ということが議論の焦点となり、イス

ラームとライシテの関係を問う書物の出版が増大したとエリオは指摘する。
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　エリオの指摘を補って言えば、第３期には、イスラームとライシテという

テーマの焦点化のほか、カトリックの論客がライシテを擁護するという現象が

注目される。そこから翻って見るならば、それ以前のライシテ研究は、共和派

対カトリックの「２つのフランスの争い」に規定されていたきらいがある。こ

の点に注目して、むしろエリオが過渡期ととらえている時期の前後で大きく２

つに分けてみよう。

　カトリック側のライシテ研究者であるルイ・カペランの1935年の著作は、カ

トリックはライシテに「侵略」されたという理解に立っている。「フェリーに

よる学校の革命のあと、それが継続的に実現され、ワルデック＝ルソーの法律

を受けて、コンブがすべての修道会の教育に対する闘争を実行に移した。この

ようにライシテの侵略はやむところがなかった」６）。フェリー、ワルデック＝

ルソー、コンブという系譜を直線でつなぎ、1880年代から開始された反教権主

義の延長線上にライシテを置くとらえ方だと言える。もっとも、カペランは、

1905年法の成立を決定づけたアリスティッド・ブリアンの最終演説が、自由

主義的な法律を志向するものであったという認識は示している。ただそれが、

「高度に戦術的なもの」であるという評価を下している７）。一方、反教権主義

の立場からのライシテ研究としては、デュルケムの社会学を左寄りに急進化さ

せたアルベール・バイエのものがある８）。

　ただし、この対立は、1960年頃から一定の収束の兆しを見せてくるように思

われる。カペランの遺作となった『フランスのライシテの現代史』は、実証

主義的な叙述に特徴があり、1935年の著作に比べると政治的な主張はだいぶ

弱まっているように見受けられる９）。バイエの『20世紀のライシテ』（1958年）

は、「フランスの和解のために」という副題がついており、次のように述べら

れている。「本書はひとつの呼びかけである。〔……〕私たちが理解するところ

によれば、ライシテは握りしめた拳ではなく、差しのべられた手なのである」10）。

　1980年代になると、現代のライシテ研究の地平をなすような研究が出てく

る。カトリックの宗教社会学者エミール・プーラは、研究者が政治的な関心を

研究に持ち込むことを強く批判する立場から、「歴史のなかには、絶対的な勝

者も絶対的な敗者もいない」という歴史認識を示している。プーラが描き出そ
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うとしていること（のひとつ）は、カトリックが近代世界にいかに適応してき

たのかという点にあると言ってよい。ここからは、侵略されるカトリックのイ

メージに代わって、したたかに生き延びるカトリックのイメージが生じてく

る11）。

　他方、クロード・ニコレの研究は、「２つのフランスの争い」を宗教（カト

リック）対非宗教（共和国）の争いとして描き出すのでなく、共和国の側も宗

教的なものを取り入れ、生み出していることに注意を払っている。「共和国は

聖なるもの、神的なものから言葉を借りている。そして、それはおそらく言葉

以上のものである」12）。

２、ボベロ、ゴーシェ、レモンが共有する議論の地平

　このプーラとニコレの研究につき、ジャン・ボベロは1990年の著作『新しい

ライシテ協約に向かって？』のなかで、次のように評している。「フランスの

ライシテは「２つのフランスの争い」の結果である。この10年で２つの著作

―そして私の知るかぎりでは２つのみである―がこの問題を包括的に扱っ

ている。ひとつはクロード・ニコレによるもので、基本的に「ライシテのフラ

ンス」、すなわちライックで共和主義的な潮流を検討している。もうひとつは

エミール・プーラの著作である。これは近現代のカトリックを専門とする歴史

学者・社会学者による著作であって、「カトリックのフランス」が闘った「も

うひとつのフランス」に研究範囲を広げている」。そのうえで、ボベロはこう

問いかけている。「ところで、「２つのフランスの争い」〔という構図〕におい

て、プロテスタントはどのように位置づけられるのだろうか」13）。これはプロ

テスタント出身のボベロが、宗教的マイノリティの視点の重要性をアピールし

たものと言える。

　ボベロは、フランスの研究機関・高等教育機関で「ライシテ」の語を冠した

講座をはじめて創設した人物で、今やライシテ研究の権威である。その意味で

は、ゴーシェやレモンは、ボベロと同じ意味でのライシテの専門家ではない。

　ゴーシェの著作の正題および副題に「ライシテ」の言葉が入るのは、『民

主主義のなかの宗教―ライシテの軌跡』（原書の刊行は1998年）のみであ
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る（『民主主義と宗教』はこの著作の邦訳タイトル）。それでもゴーシェの主著

『世界の脱魔術化』（1985年）は、近代民主主義社会の諸条件を宗教（性）との

関係において考察したものとして、現代のライシテ研究に欠かすことのできな

い視座を提供するものである。また、1989年５月に行なわれたコロックでの発

表タイトルは、「ライシテをめぐる議論の真の争点」である。この発表の時期

は、同年秋に起こるスカーフ事件よりも早いことに注意を促しておきたい（書

籍として刊行されるのは翌1990年）。このコロックの発表では、「公共の議論の

言語が変わっているが、その本質的なポイントは、〔カトリック側とライシテ

側の〕双方がともに弱体化していることにある」との見解が披瀝されており、

この図式は1998年の著作に直結する14）。

　ルネ・レモン『政教分離を問いなおす』の原著の刊行年は2005年で、そのタ

イトルを素直に直訳するなら、『フランスのライシテの創造』である。レモン

の単著で「ライシテ」の語を含むものとしては、他に『万人のためのライシ

テ』（1998年）があり、文字通り「２つのフランスの争い」の収束が踏まえら

れている15）。また、著作のタイトルに「ライシテ」という言葉そのものは含ま

れていないが、1976年に刊行された『フランスの反教権主義―1815年から今

日まで』は、19世紀におけるライシテの生成を理解するうえでの基本文献であ

る16）。論文としては、「1919年から1939年にかけてのライシテ概念の変化」が、

すでに1959年に書かれている。この論文は、２つのフランスの敵対の構図を踏

まえつつ、対立の収束にも着目しており、1980年代以降のライシテ研究の動向

を先取りしているようにも見受けられる。また、戦間期のライシテの動向に注

目していることも特徴的である17）。このことは、ボベロやゴーシェには明示的

には見られない点だけに一層興味深い。そこにはレモンがとらえるライシテの

歴史の特徴が反映されているだろう。この点は、あとからまた論じたい。

　いずれにせよ、このように見てくるなら、ボベロのみならず、ゴーシェやレ

モンも、ライシテをめぐる考察を比較的早い段階から、少なくとも1989年のス

カーフ事件よりも前から開始していることがわかる。このことは、彼らの世代

を考えれば、ある意味では当然かもしれない（レモンは1918年、ボベロは1941

年、ゴーシェは1946年の生まれ）。３人とも、1990年代以降（ポール・エリオ
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の言う第３期）のライシテをめぐる問題の動向の新しさを意識しながら、それ

よりも前の時代と比較する物差しを経験上持っている。言葉を変えていえば、

必ずしもスカーフ事件が彼らのライシテ研究の動機の原点にあるわけではな

い。このことに関係して、彼らは「ライシテ」対「イスラーム」という単純な

ものの見方を退けており、ライシテは共生を可能にする（はずだ）という立場

に立つ。

　ただし、ライシテは共生を可能にするという主張は、現代フランスのオフィ

シャル・メッセージにも重なるものであり、この主張自体の肥大化はライシテ

を抑圧的なものにしてしまいかねないというパラドクスも生む。そこで、ゴー

シェ、ボベロ、レモンの各論に入る前に、2005年に政教分離法100周年がどの

ように祝われたのか、その特徴を押さえておこう。

３、政教分離100周年の「祝われ方」の特徴

　現代のライシテ研究は、ライシテがアクチュアルな問題であることを意識す

るなかでその歴史を振り返る、という構図においてなされている。改めて考え

るなら、これは当然のことかもしれなくて、いつの時代の研究もそのような構

図に規定されてきたはずである。それでも、この点を改めて喚起しておくこと

は、現代のライシテ研究の地平を理解するうえで欠かすことができない。

　2003年、シラク大統領はスタジ委員会を招集し、現代にふさわしいライシテ

のあり方についての提言をまとめさせた。その過程で「ヴェール問題」が再燃

し、2004年３月にいわゆる「ヴェール禁止法」が制定された。そして1905年の

政教分離法施行から100年に当たる2005年には、ほとんどフランス全土で記念

祭（コメモラシオン）が行なわれた。

　ルネ・レモンの『政教分離を問いなおす』から、その様子を引いてみよう。

「コメモラシオンにさいしては、ありとあらゆる種類の企画が提案され、多種

多様なかたちをとって実を結んだ。郵政省は記念切手を発行し、パリ造幣局は

記念メダルを鋳造した。100周年が近づくにつれ、出版物の大波が押しよせた。

〔……〕大きな研究機関が「政教分離法」についてのシンポジウムを開催した

のは、むしろ当然のことだった。人文社会科学アカデミーは政府に委嘱されて
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４回の大きなシンポジウムを組織した。少なからぬ数の大学が質の高い研究会

を開催した。最も驚くべきことは、地域社会の発意による催しの豊穣さであ

り、これはそうある話ではない。大都市、中ぐらいの町、そして民家もまばら

な村にいたるまであらゆる規模の市町村で講演シリーズが立ち上げられた」18）。

　これがまさに「例外的なコメモラシオン」であったと言えるのは、たとえば

1905年法50周年に当たる1955年には、コメモラシオンらしきものがほとんどな

かったからだ。1981年と82年は、初等教育の義務および公立校の無償とライ

シテを定めたフェリー法から100年に当たっており、このときは教育大臣がコ

メモラシオンを呼びかけたが、人びとやメディアの関心を引くことができな

かった19）。とはいえ、1980年代には、ジュール・フェリーその人についてのア

カデミックな研究が進んでいる。とりわけ、フェリーの共和主義思想には、反

ジャコバン主義的で自由主義的な要素が含まれていることが明らかにされて

いる20）。これは、フェリーの敵は教権主義的なカトリックであって、カトリッ

ク全体ではなかったという事実を再び明るみに出すもので、それまで人びとが

抱いてきた「２つのフランスの争い」のイメージを、事実によって相対化する

ものである。「歴史」（的事実）による（物語的）「記憶」の修正と言ってもよ

い。

　同じようなことが1905年法についても言える。政教分離法は、それまでの

「説話的」イメージでは、エミール・コンブの名と結びついてきた。徹底的な

反教権主義の精神を発揮して、修道会の教育を全面的に禁じたことで知られる

人物である。ところがコンブは、1905年１月に首相の座を退いており、３月か

ら審議がはじまる政教分離法は、コンブのモデルとは手を切っている。実際の

法律は、良心の自由と礼拝の自由を盛り込んだ自由主義的なもので、その立役

者はアリスティッド・ブリアン、ジャン・ジョレス、フランシス・ド・プレサ

ンセである。

　2005年前後のライシテ研究の成果のひとつは、1905年法がコンブ流の「闘争

の法律」ではなく、ブリアン、ジョレス、プレサンセの「協調の法律」である

ことを、歴史の事実として示したことである。そしてこれが、研究の支配的言

説となり、さらにはオフィシャル・メッセージにもなった。各地で催された公
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開シンポジウムや討論会でしばしば見られたのは、教育連盟を代表する立場の

登壇者が、自分たちがいかに自由主義的な法律の制定に貢献したかという発表

や、プロテスタントやユダヤ教徒が、自分たちは自由主義的な法律の制定過程

にいかに関与したかという発表の光景であった。

　ところで、2005年は、秋にいわゆる郊外の「暴動」が起こり、フランスの社

会統合モデルのあり方の是非が問われた年でもあった。そのような状況におい

て、1905年法に体現されるライシテは自由主義的なものであって、そのような

ライシテは共和国の根幹的な価値をなしているという「祝われ方」をしたので

ある。1905年法がコンブの路線から自由主義路線に切り替わるなかで成立して

いることは歴史の事実だが、そのことを2005年の時点で称揚しながら語ること

は、別の意味を帯びうる。「歴史」による「記憶」の修正か、新しい「記憶」

の共有による熱狂か。2005年のコメモラシオンには、この両義性があることを

指摘しておきたい。

４、ゴーシェ『民主主義と宗教』―宗教の政治史

　自由主義的なライシテの称揚が、イデオロギー的なニュアンスを帯びうるこ

とについては、ゴーシェ、ボベロ、レモンとも、それぞれ十分に自覚的である

と思われる。換言すれば、３人とも、オフィシャルなライシテの言説からは、

一定の距離を保っている。そのうえで、３人の議論の組み立て方には、やはり

ニュアンスの違いがある。それはある程度は立場の違いに由来する。ゴーシェ

の立場は不可知論的なライシテ、ボベロはプロテスタント出身、レモンはカト

リックである。ただし、彼らのライシテの論じ方の違いを、このような立場の

違いに全面的に還元することは適切ではないだろう。具体的な検討が必要なゆ

えんである。以下では、議論を組み立てていくための便宜上、ゴーシェ『民主

主義と宗教』、ボベロ『フランスにおける脱宗教性（ライシテ）の歴史』、レモ

ン『政教分離を問いなおす』の順に取りあげることにするが、この順番は原著

の初版の出版順にも対応するものである（1998年、2000年、2005年）。

　ゴーシェの議論の特徴は、「宗教の政治史」という観点からライシテを扱っ

ていることである。非常に長い歴史の射程のなかで、宗教と政治の関係を考察
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しており、それは大胆な図式化によって体系的にとらえる面と、微妙な陰影を

描き出すことに注意を払う面の双方を兼ね備えている。なかでも、近代におけ

る宗教のあり方を、「衰退」ではなく「変貌」ととらえ、ライシテの価値に基

づく政治が帯びる「宗教性」に注意を払っている。

　ゴーシェは、ライシテの歴史に３つの時代区分を設けている。それは「宗教

からの脱出」の過程、すなわち「他律」を説く宗教に対して政治が「自律」を

獲得していく過程に対応している。第１段階は、17世紀からフランス革命にか

けての時期で、「絶対主義的段階」と呼ばれる。この時期の課題は、宗教を政

治に「従属」させることであった。宗教戦争によって、フランスおよびヨー

ロッパが荒廃するなか、政治権力が宗教勢力を従えつつ、神との直接的な関係

に入っていく。これまでの近代宗教史の描き方が、宗教改革によって生じたプ

ロテスタントが信仰を個人化・内面化したことに重きが置かれていたとすれ

ば、宗教の政治史という観点からアプローチするゴーシェは、むしろ絶対王政

の神授権が既存の宗教よりも上位に位置するという枠組みが生まれたことを重

視する。

　第２段階は、フランス革命を抜け出た1800年から1975年というごく近年にま

でおよぶ時期で、「自由主義的・共和主義的段階」と呼ばれる。この時期の課

題は、政治と宗教の「分離」であって、そのハイライトをなすのが1905年の政

教分離法にほかならない。ゴーシェが政教分離法を自由主義的と評すのは、こ

の法律が政治と市民社会の分離を前提とする自由主義の流れのなかに位置する

と見ているからだ。また、ゴーシェの議論で特徴的なのは、ライシテそのもの

の宗教性を考慮に入れていることである。自律を掲げた政治は、他律を説く宗

教を争ったまさにそのために、敵対する相手を引き立て役として、自分自身の

威光を「宗教の外部」で、しかし「宗教の高み」において輝かせることができ

た、とゴーシェは説くのである。

　そして、1970年代半ば以降が、ライシテの歴史の第３段階に当たる。この時

期には、いわゆる宗教復興の動きが見られるが、ゴーシェによれば、この動き

は「宗教からの脱出」に逆行するものではない。むしろ、宗教からの脱出が進

行し、自律の政治を背後から支えていた他律性が、もはや遠くからでも人間の
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世界を規定する役割を演じることができなくなったために、自律の政治の輝き

が失われ、市民社会に位置する宗教が活況を呈しているように見えるのだとい

う。ゴーシェによれば、そのような宗教は、他律の政治に回帰する形で人間の

社会を牽引しようとするものではなく、政治に対して承認を求める類のもので

ある。他方、その政治は、宗教という敵対相手を失ってしまったために方向性

を見失い、自律の政治としての民主主義は、ちょうど車のギアがニュートラル

に入ったかのように、うまく前に進むことができなくなっている。

　ゴーシェのライシテのとらえ方において特徴的な点をとらえるには、ライシ

テをいくつかの要素で考え、そのうちどの要素がゴーシェにおいて重視されて

いるのかを探ることが有力な手がかりとなる。

　そこで、ライシテを次の４つの要素で考えてみよう。第１は、宗教に対する

政治の自律である。これは宗教を政治的な観点からとらえるゴーシェの立論に

おいては「宗教からの脱出」に対応するもので、彼の理論の核心をなしてい

る。第２は、公私の分離に対応させた形での政治と宗教の分離である。これは

ゴーシェの議論のなかでは、第２段階のモーメントをなしている。第３は、政

治の諸宗教に対する中立性である。これは、第２段階においては、諸宗教の平

等な処遇として現われ、第３段階においては、前述のように、方向性を見失っ

たニュートラルな民主主義として現われる。第４は、私的領域における宗教的

自由の保障である。この宗教的自由は、第２段階においては、公的領域では括

弧に入れるべき価値とされていたが、現代ではそのまま公共空間で声をあげる

ための武器となる21）。

　以上４つの要素のうち、ゴーシェの議論で特に重視されているのは、第１と

第２の要素である。いずれも、宗教の政治史にとって重要な「宗教構造」の変

化にかかわるものだからである。これに比べると、第３と第４の要素は、もち

ろん意識はされているが、やや重みに欠け、いわば従属変数となっていると考

えられる。
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５、ボベロ『フランスにおける脱宗教性（ライシテ）の歴史』　　　

―変数の組み合わせ

　ボベロもライシテの歴史を３つの段階に区別する。第１段階は革命期で、ま

ず、法が宗教よりも優位に立つという「制度上の断片化」が見られる。その一

方で、宗教の「社会的正当性」は「残存」し、宗教的道徳が社会化を担う状態

が続く。また、アンシャン＝レジーム期に国教であったカトリックの優位は続

くものの、ナポレオンのコンコルダート体制下ではプロテスタント、ユダヤ教

も公認宗教と認められ、複数型公認宗教という「多元主義」の進展がみられ

る。

　第２段階は、フェリー法から政教分離法にいたる第三共和政初期である。政

治と宗教の「制度上の分離」がなされ、それまで道徳教育の領域で役割を果た

してきた宗教は「社会的正当性」を「喪失」する。また、1905年法は、革命期

以来保障されてきた個人の内面にかかわる良心の自由だけでなく、社会的射程

を持った「礼拝の自由」も保障している。

　第３段階は現代で、まず、学校や病院という近代的・世俗的価値の担い手で

あった制度の価値が下落し「脱制度化」が進む。この脱制度化と連動している

のが個人主義の進展であり、そのなかで「道徳的社会化」そのものが「困難」

になっている。そしてまた、「多元主義」が新局面を迎えており、グローバル

化のなかで、宗教にかんする事象はしばしば脱文脈化されている22）。

　ボベロの時期区分は、第３段階を除くと、ゴーシェの時期区分とずれている

ように見える。ただ、1800年から1975年を第２期ととらえるゴーシェも、この

時期のハイライトは1905年法にあると見ているし、第１段階を革命期に相当さ

せるボベロも、ライシテを構成する諸要素のルーツはそれよりも前に求められ

ると見ているので、実際には重なり合ってくると言えよう。

　フランス革命以前に遡るライシテの構成要素の諸起源としてボベロが注目す

るのは、まず、13世紀末から14世紀初頭に見られたフィリップ端麗王と教皇ボ

ニファティウス８世の争いである。これは、フランス国内における教会の独立

性を獲得するきっかけとなったもので、ガリカニスムの嚆矢とされる。ガリカ
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ニスムには、国家による宗教管理という面もあって、その点ではライシテの原

理と齟齬をきたすところもあるが、中央集権国家としてのフランス共和国につ

ながる面では、ライシテと親和的である。ボベロはまた、アンリ４世による

1598年のナントの勅令に、宗教的帰属と政治的帰属の分離、および良心の自由

というライシテの要素を見出している。この「獲得」に照らすなら、ルイ14世

による1685年のナントの勅令廃止は、ライシテからの「後退」と見えるかもし

れない。しかしボベロは、ガリカニスムの論理にもライシテに連なるものを認

めているように、ナントの勅令廃止に示されている宗教的多元主義を実現する

ことの困難さも、ライシテの特徴のひとつに数えあげている。それからボベロ

は、18世紀の啓蒙主義の特徴である、絶対主義的なドグマに対する批判精神に、

ライシテにつながるものを見ている23）。

　ボベロは、互いに矛盾し合う部分を孕んだライシテの諸要素が、どのように

編成されているかという視点に立っている。そして、パラメーターの組み合わ

せにおいてライシテをとらえようとしている24）。そのような観点から描かれる

フランスのライシテの歴史から浮びあがってくるモチーフは、「宗教的多元主

義の進展と困難さ」というものである25）。

　ここで注意を促しておきたいのは、宗教的多元主義の進展と困難さというモ

チーフにおいてライシテの歴史を描くとき、その対象は現代では固有の意味で

の宗教の範囲を越えてくる、ということである。なるほど、フランスおよび

ヨーロッパの歴史を振り返ったときに気づくのは、宗教的多元主義が自由と平

等の基礎にあるということである（信教の自由と諸宗教の平等）。だが、今日

では、宗教的価値と世俗的価値の並列化が進み、そこにおいては、自由と平等

の対象は宗教的価値にかぎらない。このときライシテは、広い意味での人権保

障にかかわる概念として現われる。

　実際、ボベロの『フランスにおける脱宗教性（ライシテ）の歴史』では、現

代のライシテの動向を示すものとして、「差別撲滅と平等達成のための高等機

関」（HALDE）の例が取りあげられている。「フランスでは2005年、いわゆる

「郊外の暴動」の直前に、差別撲滅のための高等機関（HALDE）が設立され

た。この機関は、さまざまな形式の差別に対して闘っており、そこには宗教



92

的・文化的差別も含まれる。この機関は、ひとつの（相対的に）独自な路線を

切り開くことができるだろうか」26）。

　ここに暗示されているのは、差別の撤廃や平等の達成という課題は、もとも

とは宗教を軸としていたが、いまでは宗教はあくまでその一部を占めるもので

ある、という認識である。このような「ライシテ」の価値を、「非宗教性」「政

教分離」「世俗主義」などの日本語の訳語で表わすことは、なかなか困難であ

る。

　また、パラメーターの組み合わせによってライシテの展開をとらえようとす

るボベロのスタンスは、ライシテの国際比較への道を開く。ライシテはしばし

ば「フランス的例外」と見なされるが、ライシテを構成する要素に注目するな

らば、それらはフランス以外の国にも見つかるであろう。

　ボベロは、ケベックのミシュリーヌ・ミロ、メキシコのロベルト・ブランカ

ルテらと『世界ライシテ宣言』（2005年）を執筆しており、そこでは以下の３

つの構成要素によってライシテをとらえようとしている。第１の要素は、良心

の自由および礼拝の自由である。個人的・集団的実践の自由と言い換えてもよ

い。そしてこの自由は、宗教・非宗教を問わないという。第２の要素は、政治

の宗教的自律性、および絶対的哲学体系からの自律性である。「絶対的哲学体

系」に暗示されるのは、絶対主義化したマルクス主義や全体主義である。第３

の要素は、宗教および非宗教に由来する差別の撤廃と、平等の実現である27）。

ここでもまた、宗教と非宗教の境界はかなり崩れている。

６、レモン『政教分離を問いなおす』―「公認」と「承認」の差異

　レモンもまた、ゴーシェやボベロと同じように、ライシテの起源はフランス

革命以前に遡ると見ている。そして、「政治的起源」としてガリカニスム、「哲

学的起源」として啓蒙主義を示唆している28）。ただし、ライシテの課題が明示

的になったのはフランス革命以来であるとし、今日にいたるまでの「200年の

歴史」を描き出す。革命期をひとつの特権的な起点に据えるのは、もちろん

ゴーシェやボベロのみならず、大方のライシテの歴史叙述に共通する。

　レモンによれば、フランス革命から1905年の政教分離法までは、「４つの分
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離」があったという。第１の分離は、革命期に起こった「個人の信仰と市民権

の分離」である。この分離によって、それまで宗教的「寛容」という枠組みに

おいて認められていた信仰が、「自由」の名において強く積極的な意味を持つ

ことになる。それゆえ、「良心の自由」を謳った人権宣言第10条は、ライシテ

とは名づけられていないが、ライシテの出生証明書であるとレモンは見なして

いる29）。

　第２の分離は、コンコルダート体制下において起こった、「ネーションとカ

トリック教会の分離」である。コンコルダートは、国家と教会の分離には触

れていないが、ネーションとカトリック教会を分離することによって、「プロ

テスタントやユダヤ人も、今後はカトリックの市民と同じ権利をもつことに

なる」30）。このような宗派の多元性という条件が、「国家の宗教的中立性」を促

し、社会の脱宗派化を進める枠組みとなる。

　第３の分離は、「教会と学校の分離」もしくは「公教育と宗教の分離」で、

これは1881年と82年のフェリー法、そして1886年のゴブレ法（教員のライシテ

を定めたもの）によってもたらされた。「ライシテ」という言葉は、1870年代

になってから作られた新語であって、この第３の分離の時期には、「ライシテ」

にまつわる語彙に依拠した制度改革が進められる。

　そして、第４の分離が、1905年の政教分離法である。レモンはこの法律を、

宗教活動の「民営化」（privatisation）であると見ている31）。同法は、第１条

で良心の自由および礼拝の自由を保障し、第２条で「共和国はいかなる宗派も

公認せず、俸給の支払い、補助金の交付を行わない」と規定している。レモン

に言わせれば、これは宗教が「自由」を享受する代わりに、もはや公権力の一

部を構成しない、ということなのである。こうして1905年法は、市民権と信仰

の分離という「第１の分離」の方針を内包しつつ、それを総体的に仕上げるも

のと位置づけられる。

　レモンにとっては、宗教的「自由」なるものが、ライシテ理解の根底にあ

る。そしてその自由は、国家や市民権からの分離を前提としつつ、社会的な

射程を有する。いみじくも訳書は、「プリヴァティザシオン」（privatisation）

を「民営化」と訳している。普通この言葉には、「私事化」という訳語が当て
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られることのほうが多いのだが、レモンのライシテ理解に照らせば、「民営化」

のほうがいっそう適切であろう。というのも、「私事化」という言葉は、まさ

しく「公」と「私」というカテゴリーを前提としていて、「公共空間からの宗

教排除」というニュアンスを帯びるのに対し、「民営化」と言うと、「国鉄民営

化」や「郵政民営化」という言葉があるように、「公共的役割は残る」という

意味合いが出せるからである。

　また、レモンは、「承認」（reconnaissance）という言葉の「あいまいさ」

に注目する32）。1905年法第２条の「いかなる宗派も公認せず」云々という箇

所に使われているのは「ルコネートル」（reconna ître）という動詞であっ

て、これは日本語では「公認する」とも「承認する」とも訳すことができる

が、レモンによれば、この条文はコンコルダート体制下における「公認宗教」

（cultes reconnus）の終焉を示すものである。

　ところで、ライシテが保障する宗教的自由は社会的射程をも有していると考

えるレモンには、国家が宗教を「公認しない」ということは当然としても、ラ

イシテとは宗教の社会的役割を「承認する」ものではないだろうか、それが現

代のライシテの課題なのではないだろうか、という含みが窺える。実際レモン

は、「ライシテを解釈する二つの異なるやり方が存在することが隠蔽されて」

いると指摘したうえで、次のように述べている。少々長くなるが引用したい。

　解釈の二重性ということこそが重大であるはずなのに、その事実までが

覆い隠されてしまっている。1905年の多数派を導いた第一の解釈、すなわ

ち社会的な空間における宗教的な事象の表現はいかなるものも許されず、

そこで表出できるのは個人的な意見のみだと考える解釈があった―今日

でも、これがライシテの公に認められた定義、それも唯一の許容される定

義だと信じている者は多い。その一方で実践を通じ、しだいにもう一つの

読解、すなわち宗教の集合的な性格を認め、社会的な側面を考慮する読解

が、これに重ねられてきた。念を押しておかねばならないが、新たな読解

は重ねられたのであって、入れ替えがあったというつもりはない。第一の

考え方は、その後に制定された法律の成文や今日の実践を視野に入れてみ



95ライシテへの３つのアプローチ

れば、古風なものではあるのだが、時代遅れだというわけではないし、信

奉者も少なからずいる。二つの解釈は共存しつつ、権威として認知されよう

と競い合っている。さまざまの誤解が生じる原因は、この二重性にある33）。

　「宗教の集合的な性格を認め、社会的な側面を考慮する読解」が「重ねられ

てきた」と考えるレモンにとっては、「第４の分離」すなわち1905年の政教分

離法以来の100年において、宗教（より正確に言えばカトリック）がライシテ

にどう向き合い、どのような解釈をしてきたのかが大きな関心事となる。実

を言えば、このような関心は、ゴーシェやボベロにおいては相対的に希薄で

ある。実際、ゴーシェとボベロの描くライシテの歴史においては、極端な話、

1905年法の基本構造を押さえたあとは、一気に1970年代まで飛んだとしても、

あまり支障は生じない。ところが、レモンにとっては、1920年代のカトリック

と共和派の関係、第二次世界大戦直後のカトリックの言動、第二ヴァチカン公

会議の成果等が、それぞれ重要な意義を担っている。

　では、現代フランス社会におけるカトリックは、どのようなあり方をしてい

るのだろうか。端的に言えば、文化遺産としての存在感はやはり大きいと言え

るが、数十年前のような信仰を保持している熱心な信者は、もはやかなり少数

である。レモンの現状認識も、基本的にこのようなものである。そのうえで彼

は、たとえば次のようなくだりで、教条主義的なライシテが、カトリックを

依然と警戒していることを不適切であると匂わせている。「今日、ライシテに

とっての最大の危機が、弱体化したカトリック教会から来るとでもいいたいの

だろうか。社会に対する親権をとりもどす手段をもたず、宗教の多元性と国家

のライシテを受けいれて誠意を示した教会であるというのに」34）。

　ここには、レモンのカトリック信者としての実践的関心が表われていると言

えるかもしれない。2005年から振り返ると、カトリックは1905年から100年を

かけて、ライシテを受け入れてきた。その過程で、社会もカトリックも変わっ

てきた。もはやカトリックが国家・政治レベルでその影響力を行使することは

できないが、社会レベルでは流動的なところが残っており、役割を果たすチャ

ンスがある。ライシテの枠組みにおけるカトリックの今後のあり方について、
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レモンは大方このように考えているように思われる。

７、結　語

　以上、本稿では、ライシテは多義的な概念であり、ライシテについての議論

の立て方も、しばしば論者の立場性や問題関心を反映しているという観点か

ら、ゴーシェ、ボベロ、レモンの著作を順に検討してきた。最後に、単純な図

式化を覚悟のうえで、各論者のライシテのとらえ方を最もよく特徴づけると思

われるキーワードを挙げながら、まとめてみたい。

　宗教の政治史という観点からライシテにアプローチするゴーシェにとって

は、宗教に対する政治の「自律」ということが、ライシテの最大のメルクマー

ルとなる。フランス革命前後の時期から200年ほどは、この政治の宗教的自律

が権威を得ていたが、近年ではその威光が陰りつつある。言葉を変えて言え

ば、自律の政治は宗教を脱魔術化することによって自らを魔術化してきたが、

今では自律の政治そのものが脱魔術化されている。

　世俗的価値の魔術化と脱魔術化という議論はボベロのライシテ理解にも見ら

れるが、ボベロが描くライシテの歴史においていっそう特徴的なのは、「多元

主義」の歴史的展開とその実現の困難さというモチーフである。そしてボベロ

は、フランスのみならず、研究対象をさまざまな社会にまで広げ、ライシテの

諸要素がどのような起伏において組み合わされているのか、その形態を読もう

とする。

　「公認」と「承認」の差異に注目するレモンが、ライシテの要素のなかで最

も重視するのは、「自由」である。そしてレモンは、宗教的自由が個人の良心

の自由だけでなく、社会的な射程を持つ礼拝の自由を含むことを確認しなが

ら、ライシテの意義を評価し、現代社会のあり方に応じた再定式化の必要性を

唱えている。

　「自律」、「多元主義」、「自由」。これらはいずれもライシテの要素であって、

ゴーシェ、ボベロ、レモンとも、そのことはきちんと意識しているが、ちょう

ど各論者のライシテのとらえ方の特色を端的に示すキーワードでもあって、相

互のニュアンスの違いを特徴づけるものになっていると思われる。
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